ＪＲ西日本 ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
春の「みまさかスローライフ列車」運転に伴うおもてなしイベント及び特別プランについて
平 成 28 年 4 月 13 日
みまさかローカル鉄道観光実行委員会
西日本旅客鉄道株式会社岡山支社

ＪＲ岡山支社では、みまさかローカル鉄道観光実行委員会（事務局：公益社団法人津山市観光協会）との連
携により、現在開催されている「晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーン（以下、岡山ＤＣ）
」期
間中、春の「みまさかスローライフ列車」を運行します。
列車の運転にあわせ、車内や主な停車駅では「おもてなしイベント」を行うほか、スローライフ列車で楽し
む「特別プラン」もご用意しております。因美線に残る懐かしい風情を残す駅舎や地元の楽しいおもてなしを
満喫いただける「みまさかスローライフ列車」をご利用ください。
また、4 月 2 日にオープンいたしました「津山まなびの鉄道館」も合わせて、是非お楽しみください。
１．みまさかスローライフ列車の概要
（１）運 転 日 平成 28 年 5 月 14 日（土）
、15 日（日）
（２）運転区間 因美線 津山駅〜智頭駅（1 日 1 往復）
（３）主な運転時間
＜津山→智頭＞
往路

津山駅
12:03 発

高野駅

美作滝尾駅

美作加茂駅

美作河井駅

12:13着/12:15発

12:23 着/12:50 発

13:02 着/13:32 発

13:45 着/14:15 発

（2 分停車）

（27 分停車）

（30 分停車）

（30 分停車）

智頭駅
14:43 着

＜智頭→津山＞
復路

智頭駅

那岐駅

14:50 発

15:02 着／15:36 発
（34 分停車）

美作河井駅
15:55 発

美作加茂駅

津山駅

16:06 着／16:18 発
（12 分停車）

16:49 着

（４）使用車両等
・キハ 40・47 系 3 両編成で運転します。
・1･2 号車は自由席です。自由席は乗車区間の運賃のみでご乗車いただけます。
・3 号車は全席指定席です。乗車券のほかに、座席指定券(おとな 520 円、こども 260 円)が必要です。
乗車日の 1 ヶ月前 10:00 からＪＲの駅のみどりの窓口・主な旅行会社でお求めいただけます。
（５）その他
・ご乗車のお客様に｢記念乗車証（硬券）｣をプレゼントします。
（往路の美作滝尾〜美作加茂間の車内にて
お渡しします。
）
※お 1 人様 1 枚限り。数に限りがありますのでなくなり次第配布を終了します。
・また、指定席にご乗車のお客様には｢ちょっぴりプレゼント｣を差し上げます。
記載していない駅にも各駅に停車します。
・
「津山まなびの鉄道館」では、11 時 15 分頃より転車台の回転実演を予定しています。
・おすすめモデルコースやスローライフ列車ご乗車前の自由散策に便利な列車等につきましては、主な駅に
設置しておりますチラシに掲載しておりますので、是非ご覧ください。

２．おもてなしイベントについて
主な停車駅において、地元関係団体等のご協力による「おもてなしイベント」を実施します。
【津山駅】
◎ＪＲ津山駅長とＪＲ岡山支社 旅のおたすけナビゲーターくまなくたびにゃんによる出発合図
【高野駅】※往路のみ 2 分停車
◎懐かしの昭和展（昭和 30 年代の看板やポスター等を展示）
【美作滝尾駅】※往路のみ 27 分停車
◎地元特産品、特製弁当の販売
◎映画「男はつらいよ」ロケ風景、懐かしい鉄道風景等のパネル・ポスター展示
◎鉄道関係品の展示
◎地元産の餅、クッキー等の販売
◎お茶・コーヒーの無料サービス
昭和 3 年に設置された当時の姿をそのまま残す木造の駅舎で、
「男はつらいよ」の最終作の冒頭に登場す
るシーンのロケ地としても有名です。
【美作加茂駅】※往路 30 分停車・復路 12 分停車
◎地元有志による餅まき（こどもお菓子まき）
（復路列車の停車時）
◎タブレット（通票）を使った撮影会
◎地元で人気のパウンドケーキ、昔懐かしバナナ菓子、県内産のお肉を使ったビーフジャーキー・うどん・
鶏のから揚げ・サンドイッチ・コーヒー等の販売
平成 15 年に建て替えられた木造駅舎。国内で最後まで腕木式信号機が使われていた貴重な駅です。
【美作河井駅】※往路のみ 30 分停車
◎地元有志による「草餅つき」
「手打ち深山そば」の実演販売
◎鶏肉の唐揚げ・山菜の天ぷらの販売
◎阿波地域特産品（山菜、きねつき餅、米粉製品他）の販売
◎日帰り登山に最適な矢筈城址案内、パンフレット配布
◎美作河井駅を守る会による「転車台」など鉄道案内
◎記念スタンプの設置
◎懐かしの写真展示
◎レンタルサイクルの貸し出し（１台 200 円）

◎地酒「矢筈城」の販売

物見峠近くの山中に佇む小さな駅。貴重な手動転車台の見学もできます。
【那岐駅】※復路のみ 34 分停車
◎郷土芸能「那岐小唄」
（14 日）
、
「よさこい踊り」の演舞（15 日） ※雨天中止
◎懐かしの写真展
◎柿の葉寿司・山菜等の地元特産品の販売
◎西河克己監督関連の写真展示（雨天中止）
◎地元で製造した焼さば寿司の試食販売（数量限定）
物見峠の因幡側のふもと。一段高いところにあるホームへ上がる階段に昔の思い出が飾られています。
【智頭駅】
ＪＲ因美線と智頭急行の乗換駅。こじんまりとした木造の駅舎です。宿場町の散策も楽しめます。
【その他】
◎イベント開催駅（美作滝尾・美作加茂・美作河井）にて限定グッズ販売
歴代ヘッドマーク缶バッチセット、サボ付タッチライトパネルブロック 他

３．みまさかスローライフ列車の旅を楽しむ「特別プラン」
おもてなしイベントのほか、
スローライフ列車の旅をさらに楽しんでいただけるオプショナルプランをご用
意しました。
※すべてのプランについて事前予約が必要です。

のんたき

（１）
「あば温泉又は布滝」無料送迎バス運行

【5/14・15：各日限定 28 名】

・スローライフ列車で美作河井駅までご乗車いただき、無料送迎の貸切バスで、あば温泉又は布滝のいず
れかをお選びいただきます。
・参加料は無料です。
※JR 運賃・入浴料はお客様負担となります。
（申込み・お問い合わせ：津山市観光協会 0868−22−3310）

あば温泉（露天風呂）

布滝
※写真はイメージ

（２）智頭宿特産村で苔玉つくり体験 【5/14・15：各日限定 10 名】
・智頭の森の土と苔を使って、可愛い苔玉をつくりましょう！お気に入りの木々や草花を植えこんで自
分だけのオリジナル苔玉が作れます。 ※14・15 日は、どうだんまつりが開催されます。
・参加費用として、1 人 1,000 円が必要です。
（つくった苔玉はお持ち帰りいただけます）
※JR 運賃はお客様負担となります。
（申込み・お問い合わせ：智頭町観光協会 0858−76−1111）

苔玉

どうだんまつり
※写真はイメージ

（参考１）4 月 2 日、リニューアルオープン「津山まなびの鉄道館」
見て、さわって、楽しく学べる「鉄道館」
。こどもからおとなまで、地域の鉄道のことを楽しく学べる
複合鉄道学習施設です。
（１）名称
津山まなびの鉄道館
（２）開館時間 9:00〜16:00（最終入館受付は閉館時刻の 30 分前まで）
（３）休館日
毎週月曜日（祝日の場合は、その翌日）
、12 月 29 日〜12 月 31 日
※4 月〜6 月（岡山ＤＣ期間中）は、月曜日も開館します。
（４）入館料金 個人のお客様（お一人様／消費税込）
区分
一般（高校生以上） 中学・小学生
幼児（小学生未満）
入館料金
３００円
１００円
無料
※現金でのみお支払いが可能です。
（５）アクセス ＪＲ津山駅より徒歩約 10 分

（参考２）スローライフ列車等に便利なきっぷ「吉備之国くまなくおでかけパス」
岡山県内・広島県東部のＪＲ線の普通列車・快速列車の自由席が 1 日乗り放題の特別企画乗車券「吉備
之国くまなくおでかけパス」を発売しています。ぜひご利用ください。
（１）名称
吉備之国くまなくおでかけパス
（２）発売期間 平成 28 年 9 月 29 日まで（ご利用日の前日までの発売です。
）
（３）利用期間 平成 28 年 9 月 30 日まで（ご利用日当日 1 日限り有効です。
）
（４）発 売 額 おとな 1,950 円 こども 510 円
（５）発売箇所 岡山・福山エリアの主な駅のみどりの窓口
（６）効
力
・岡山県内・広島県東部のＪＲの普通・快速列車（普通車自由席）
、及び井原鉄道（総社〜神辺）
・岡山
電気軌道（岡山駅前〜東山・清輝橋）が 1 日間乗り放題です。
・特急列車（新幹線を含む）
・グリーン車は、特急券・グリーン券を別途ご購入いただければご乗車いた
だけます。
新郷
土師
備後落合

※智頭駅までスローライフ列車をご利用
される場合は、土師〜智頭間の運賃（片
道 190 円）が別途必要となります。

津山

新見
備中神代

東津山
美作土居

府中
総社
神辺
糸崎

福山

清音
倉敷

ＪＲ
井原鉄道
岡山電気軌道

※記載の情報は､平成 28 年 4 月 1 日現在のものです。

東岡山

三石

岡山
茶屋町
清輝橋

児島
宇野

東山

寒河

